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おかげさまで、本年度も盛況のうちに終了いたしました。 

日本最大級！女性社長の為の祭典 
7度目の開催となる「 J300シリーズ」。今年度は、全国各地
のアンバサダー協力のもと、各地でミニイベントを実施の上、
J300アワード表彰を実施。集大成として、2016年2月に内閣
府共催で大手・中堅企業とのビジネスマッチングイベントを行
いました。今年も実力派女性社長が集結し、日頃の知恵と
技を情報交換しました。 
 

 日本初！女性社長限定のコラボパーティー「J300」 
 全国各地の女性社長を発掘「ミニJ300」 
 スパイシーな女性社長を表彰「J300アワード」 

主催：J300実行委員会（女性社長.net編集部 ㈱コラボラボ内） 企画協力：株式会社ウナギトラベル 

ミニJ300は各地の女性社長アンバサダーの協力のもと実施しました。 ▼イベント詳細はこちらから（イベント報告ページ） 
http://joseishacho.net/news/entry8027/ 

http://joseishacho.net/news/entry8027/
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2015年 

2015年度 J300開催概要 

全国７カ所（計９回）でJ300を開催。合計約230名の女性起業家が集まりました。 
 
 

（プレミアム）ミニJ300 （プレミアム）ミニJ300 
2015年10月～2016年３月  計138名参加 
名古屋・福岡・滋賀・静岡・長崎で、地域アンバサダーとともに開催。 
各地の参加者の中から「J300アワード」へのノミネート者も1～2名選考しました。 

2016年2月10日  約100名参加 
女性経営者・個人事業主限定100名コラボパーティーを開催しました。 
※同日13:00-17:15 内閣府共催事業マッチングイベント（一般参加可）も開催。  

前夜祭 前夜祭 

J300 in Tokyo 2015 J300 in Tokyo 2015 

2016年2月９日 計17名参加  
アワードノミネート者/アンバサダー/推薦者 の女性起業家限定交流会を開催しました。 
「J300アワード受賞者発表」もあわせて実施しました。 

開催スケジュール 
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女性起業家100名限定コラボパーティー 
＠イトーキ東京イベノーションセンター

SYNQA 
J300 in Tokyo 2015 報告書 

主催：J300実行委員会（女性社長.net編集部 ㈱コラボラボ内） 企画協力：株式会社ウナギトラベル  
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内閣府共催企業×女性起業家のマッチングイベント
（http://joseishacho.net/news/specialtopics/entry8004/）終了後、半年にわたる各地のミニ
J300の集大成として女性起業家100名限定の交流会「J300 in TOKYO 2015」を開催しました。
今年度はミニJ300静岡アンバサダーの内田さんによる乾杯から始まり、グループごとに行う自己
紹介ゲーム、女性起業家同士の情報交換など、この一年の集大成としてふさわしい会になりまし
た。内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さまから応援メッセージもいただき、今年度も盛況のうちに終
了しました。 

参加女性社長人数 

約100名 

【2016年2月10日】 J300 in TOKYO 2015 報告書 

http://joseishacho.net/news/specialtopics/entry8004/
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全国から選出されたアワードノミネート者の皆様（17名） 

▼アワードノミネート者の皆様の詳細についてはこちらからご覧ください。 
http://j300award.wix.com/sugar-and-spice#!blank/cwvn 

(株)アクト・フォ 
太田めぐみさん 

 (有)古株牧場 
古株つや子さん 

Mahya -for moms- 
海老原真珠美さん 

 kiacake&dessert 
平賀亜紀さん 

ブライズママ 
宮崎千枝さん 

 (株)ウナギトラベル 
東園絵さん 

ファモニィ(株) 
天沼幸子さん 

Cerca Travel(株) 
井上ゆき子さん 

スマイルリンク(株) 
大林万利子さん 

(有)モーニングライト 
原川直子さん 

メジロフィルムズ 
松下加奈さん 

プライベートサロン im-home 
山田舞さん 

(株)Leaps Japan 
片岡真由美さん 

京都 心景庭 
佐々木あおいさん 

 Androom（アンドルーム） 
千葉恵美さん 

京都ぎょくろのどくろ茶 
柴田彩巴さん 

(株)サムライト 
光岡眞里さん 

★ 

★ ★ 

★ ★ ★ ★ 

★印が付いている方が 
アワード受賞者です。 

http://j300award.wix.com/sugar-and-spice#!blank/cwvn
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J300前夜祭 にて授賞式を開催 
 
■大賞 
  「京都発 女子旅と言えばチェルカ  
           名言・アイデア満載であっと言わされるで賞」 
   Cerca Travel株式会社 井上ゆき子さん  
 
■準大賞 
  「苔・盆栽で世界征服！みんなの心を平和にするで賞」 
   京都 心景庭 佐々木あおいさん 
 
  「ぬいぐるみとともに、夢と温もりを世界に届けたで賞」 
   株式会社ウナギトラベル 東園絵さん 
 
■特別賞 
  「お茶農家の特許クイーン、和の香りを広めるで賞」 
   株式会社 アクト・フォ 太田めぐみさん 
 
  「うつ患者の家族にPINTをあてるで賞」 
   株式会社Leaps Japan 片岡真由美さん 
 
  「牧場界のおしゃれ番長、絶品つやこフロマージュに大感激で賞」 
   有限会社古株牧場 古株つや子さん 
 
  「風邪予防はうがい手洗い、介護予防はみつおか式で賞」 
   株式会社サムライト 光岡眞里さん 

アワード受賞者のご報告 
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昨年に引き続き、全国の個性あふれる素敵な女性社長さんを発掘すべく、各地の女性社長アンバサダーと一緒に 
ミニＪ３００を開催。今年はミニJ300に加え、招待制のプレミアムミニJ300の2本立てで行いました。 

開催地：静岡・滋賀・名古屋・京都・福岡・長崎 2015 ミニＪ300報告書 

主催：J300実行委員会（女性社長.net編集部 ㈱コラボラボ内） 
共催：(株)るるキャリア、(株)プリアクタ、(株)いと、日本アイシングクッキー協会、一般社団法人女性起業家スプラウト、(有)クリエスト 
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長崎PMJ 

滋賀PMJ 

名古屋
PMJ 

京都PMJ 静岡PMJ 
福岡MJ 

東京AofA  

全国各地で開催！ 
プレミアム ミニJ300 
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2015.10.14 プレミアムミニJ300 in 滋賀 
2016.3.9（開催予定） ミニJ300 in 滋賀 

テーマ：「想い溢れるビジネスのちから ～伝えあいたいストーリー」 
 

本年度、地方開催第一弾！ 
酪農から機械製造、アクセサリーまで滋賀で活躍する女性起業家総勢10名が参
加しました。ランチ交流会とPRシートを用いたプレゼンセッションの構成で大盛況と
なりました。 
昨年度のJ300アワードノミネート者より、過去のJ300参加体験談やこの1年の変化
を共有。加えて参加者によるPRシートを活用した事業紹介タイムでは、質問が飛び
交い、事業の裏側や未来への意気込みをざっくばらんに語り合う時間となりました。 
 
滋賀のベテラン女性起業家様より若手へのアドバイスもあり、参加者より少人数な
らではのとても濃い内容で良かった、自社の強みを伝える表現の工夫を学ぶきっか
けとなった、との感想をいただきました。 

参加女性社長人数 10名 
 
主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
共催：㈱いと 
企画協力：㈱ウナギトラベル 

日時：2015年10月14日（水）10：30～15：00（ランチ交流会・プレゼンセッション） 
会場：セトレマリーナびわ湖 

報告書 
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2015.10.23 プレミアムミニJ300 in 長崎 報告書 

テーマ：「J300アワードエントリーへ向けての説明・交流会」 
 

プレミアムミニJ300in長崎では、コンサルティング、アナウンサー養成学校、書道教
室、ヒーリングなどの分野で活躍する女性社長11人が集結。 
昨年度J300アワードノミネート者のキラン・プランニング株式会社の須賀野美奈子さ
んにゲストとしてご参加いただき、今年度J300アワードに向けての説明と交流が行わ
れました。 
 
参加者の感想として、 
「個性豊かで一生懸命な女性社長が長崎にもたくさんいらっしゃいます。特に諫早
の女性社長の皆様はパワフルパワフル！私も負けられんばい…」 
「ものごとを深く真摯に考え、少しでも前に進もうと、みなぎる意欲でいっぱいです！」 
「これから長崎の女性起業家がどんどん進出して活躍出来るといいな。頑張ばらん
ばね。」など、参加した皆様が前向きに刺激を与え合う会となりました。 
 日時：2015年10月23日（金）11：30～14：00  
 ゲスト：キラン・プランニング株式会社 代表 須賀野美奈子氏 

参加女性社長人数 11名 
 
主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net内） 
共催：㈲クリエスト 
企画協力：㈱ウナギトラベル 
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2015.11.5 ミニJ300 in 静岡 
2015.11.25 プレミアムミニJ300 in 静岡 

＜ミニJ300 in静岡＞ 
テーマ：「つながる人の輪、ビジネスの輪 ～ウィッシュ★ドリームマップでビジョンを描こう～」 
静岡の女性起業家と起業前の女性35名が集まったミニJ300in静岡。第1部は、農家民宿を経営する、ちゃの生/豊田由美
さん、病気治療などによる脱毛期間をサポートする専門美容室経営の、株式会社PEER/佐藤真琴さんの2名をゲストに招い
たトークセッションを行いました。心からやりたい事を実現するために必要な「ぶれない想い」と「本気さ」の話や、富士市産業
支援センターｆ-bizセンター長からの女性起業家へのエールなど、会場の参加女性たちが熱くなるプログラムでした。 
ゲストから元気をもらいながら、自分自身のスパイシーマップを書き、ビジネスのヒントとなる情報を交換しあう場となりました。
参加者からは「現在活躍している方々の『本気で社会の問題を解決する』というブレない姿勢の熱いプレゼンや、いろんな人
の『そういう世界や考え方があるんだ！』と驚くような夢や、あちこちでコラボが生まれそうな会話もあり、とてもわくわくするイベ
ントでした。 」などの感想をいただきました。 
 日時：2015年11月5日（木）18：30～21：15 会場：静岡市産学交流ｾﾝﾀｰ B-nest 
 ゲスト：株式会社PEER 代表取締役 佐藤真琴氏 
     ちゃの生 主宰 豊田由美氏 

 
＜プレミアムミニJ300 in静岡＞ 
テーマ：「スパイシーな女性起業家のプレゼン大会～ J300アワードノミネート候補者から学ぼう～」 

プレミアムミニJ300in静岡は、公開プレゼン会として開催されました。アフリカに工房を持つ輸入販売業、フードコンサルタント、
お茶を原料にした天然アロマ製造・販売、パティシエ、農家民宿経営など、様々な業種で個性的に輝く女性起業家プレゼンタ
ー6名と、女性起業家オーディエンスが参加しました。昨年度J300アワードノミネート者、心のつめあわせ/兼松明里さんもオ
ーディエンスとしてお越しくださいました。 
参加者からは「いわゆる”成功している”と周りが認めて『女性起業家』と言われている女性達の共通点は、常にどうしたら良い
のか？を考えて沢山勉強して研究を重ねている事。」、「参加された皆様でコラボしたら、なにかすごいこと出来るような気が
します。」といった声をいただきました。 
閉会後のアンケートでは、全員をアワードのノミネートに選出してほしいという声も多数あったほど、レベルの高い会となりました。 
 日時：2015年11月25日（水）18：30～21：15 会場：静岡市産学交流ｾﾝﾀｰ B-nest 

参加女性社長人数 
ミニJ300       35名 
プレミアムミニJ300 21名 
 
主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
共催：㈱るるキャリア 
企画協力：㈱ウナギトラベル 

報告書 
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2015.11.18 ミニJ300 in 福岡 

2015.12.2 プレミアムミニJ300 in 福岡  

テーマ：「 あなたの「色」求めている人がいます～福岡から全国へ。女性起業家のビジネスマッチン
グ・コラボ～」 
 

＜ミニJ300 in福岡＞ 
第1部トークセッションでは、昨年度J300アワードノミネート者の管理栄養士の大山加奈惠さん、行政書士の服部薫
さんがゲストとして登壇。ビジネスマッチングコラボ経験談と女性起業家のパワフルな想いを語ってくださいました。 
第2部ではビジネスマッチング・コラボを希望する女性起業家によるプレゼン大会を行いました。『事業をもっと展開
したい！熱い思いをカタチにしたい！』という思いを持った女性起業家を事前に募集し、事業の強みや今後ありたい
姿、コラボ先などを表現するPRシートをもとにプレゼンを行いました。コンサルティング業、教育関連、税理士、社労
士、印刷業、サービス業など、様々な業種の女性起業家にご参加いただきました。 
 日時：2015年11月18日（水）18：00～21：00  会場：ピエトロセントラーレ  
 ゲスト：株式会社Kan-z 代表 大山 加奈惠氏 
          行政書士かおる法務事務所 代表 服部 薫氏 
 
＜プレミアムミニJ300 in福岡＞ 
ミニJ300in福岡参加者のPRシート選考を行い、招待制で開催しました。婚礼業、小売業、飲食業、コンサルティン
グ、製造販売、印刷業など、異なる業種で輝く熱い女性起業家が集結しました。それぞれのPRシートには事業の理
想の姿が表現され、魅力的で具体的なコラボレーションの可能性が感じられるハイレベルな内容でいた。参加した
皆様の思いや事業に、良い刺激を与え合う時間となりました。 
 日時：2015年12月2日（水）18:30～21:00 

参加女性社長人数  
ミニJ300      ２６名 
プレミアムミニJ300 ６名 
 

主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
共催：（社）女性起業家スプラウト 
企画協力：㈱ウナギトラベル 

報告書 
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テーマ：「PRシートを使ったビジネスプレゼン大会」 
 

サービス業、製造販売業、コンサルティング、セラピー、建設業、美容、商業施設運
営など、様々な分野で活躍する女性起業家が集結しました。 
参加女性起業家はPRシートを元に事業ターゲットや商品の紹介、今後の展望や強
みを1分間の持ち時間で発表し動画撮影も実施。 
 
「簡潔にわかりやすいプレゼンを心がけることで、自身の事業への自問自答にもつな
がった」「緊張感あふれる1日でした。ターゲットと商品、商品と自分。マッチングして
いますか？これってなかなか難しい… 」と参加者より、事業を見つめ直す良いきっ
かけにもなった感想がいただきました。 
 
 日時：2015年12月2日（水）10：00～16：00 懇親会会場：COHAL la terrazza HOSHIGAOKA  
 ゲスト：①株式会社アクションパワー 代表取締役 大津たまみ氏  ②ヒューネクスト 代表 鈴木世津氏 

 
 

参加女性社長人数 12名 
 

主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
共催：㈱プリアクタ 
企画協力：㈱ウナギトラベル 

2015.12.2 プレミアムミニJ300 in名古屋報告書 
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2015.12.4 プレミアムミニJ300 in 京都  報告書 

テーマ：「「 声 」が導くあなたの未来・わたしたちの可能性」 
 

2015年内最後に開催されたプレミアムミニJ300in京都。 
飲食業、販売業、製造・販売業、アーティスト、写真サービス業、輸入販売業を展開さ
れている女性起業家が集結しました。PRシートを用いたプレゼンでは、参加者からのフ
ィードバックも活発に行われ、ゲストの尾庭恵子さんによる講演やワークショップ、ランチ
交流会など、和気あいあいとしながらも刺激的な会となりました。 
 
「参加して本当によかった」 、「勉強になった、刺激になった」 、「とにかく楽しかった」 、
「はじめは緊張したが、素敵な方ばかりで心地よい時間だった」 、「またみんなで集まる
のが楽しみ」といったポジティブな感想をいただきました。 

日時：2015年12月4日（金）10：30～15：00 会場：京都大学内 フレンチレストラン「ラ・トゥール」 
ゲスト：尾庭恵子氏 

参加女性社長人数 11名 
 
主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
共催：日本アイシングクッキー協会 
企画協力：㈱ウナギトラベル 
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2015.12.8 アワード of アワード交流会 in 東京 報告書 

今年度が初めての試み、アワード受賞や実績豊富な女性起業家から、次に輝くべ
き女性起業家を推薦を頂くアワード of アワード。 
応援を込め、これから花開くであろう女性起業家にバトンをつなぐため新企画です。 
 
音楽事務所、３Dプリンター、保育、旅行、映画配給と、既存の事業分野にとらわ
れず、ユニークな視点で独自の展開している６名の女性起業家を初代のアワード
ofアワードとして選出しました。 
12/8の交流会では ノミネート者4名＋推薦者2名が参加。各地のミニJ300同様、
参加者はPRシートを活用した自己紹介。第三者による推薦コメントも含め参加者
自身が恐縮しながらも嬉しそうな顔をされるのが印象的でした。 
また新たな展開を語る女性起業家の想いに耳を傾けるランチ交流会になりました。 
 
 日時：2015年12月8日（火）11：00～13：00 
 会場：イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA 

参加女性社長人数 ６名 
 
主催：Ｊ３００実行委員会（女性社長.net 内） 
企画協力：㈱ウナギトラベル 
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J300、特にmini J300やJ300アワード開催にご協力いただいた皆様です。 

スペシャルサンクス 

アンバサダー アンバサダー 
J300事務局と全国各地の女性社長さんのつなぎ役として、mini J300の開催から、 
アワード受賞者の選考まで、ご助力いただきました。 

推薦者 推薦者 
アワードofアワードにおいて、 
今後に期待の女性社長さんをご紹介いただいた支援者の皆様です。 

★静岡  内田 美紀子 さん〈株式会社るるキャリア〉 
★名古屋  神道 明希 さん〈株式会社プリアクタ〉 
  丹羽 綾 さん〈株式会社絢成〉 
★滋賀  山崎 泉 さん〈株式会社いと〉 

 山根 知亜紀 さん〈Acalino sugar candle〉 
★京都  竹林 舞依 さん〈日本アイシングクッキー協会〉 
★福岡  牧野 紹 さん〈一般社団法人女性起業家スプラウト〉 

  松永 幸子 さん〈ハロー〉 
★長崎  小山 真結美 さん〈有限会社クリエスト〉  
★東京（J300事務局） 横田 響子〈株式会社コラボラボ〉 
  東 園絵〈株式会社ウナギトラベル〉 

★東京  遠藤 貴子 さん    〈株式会社つ・い・つ・い〉 
 菊永 英里 さん   〈株式会社Chrysmela〉 

  林 千晶 さん    〈株式会社ロフトワーク〉 
★滋賀  岩倉 絹枝 さん  〈ひよこ屋〉 

 菊池 玲奈 さん  〈結・社会デザイン事務所〉 
  ながた ちよ さん 〈ちょうちょ結び〉 

★長崎  須賀野 美奈子 さん〈株式会社キラン・プランニング〉 


